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９月14日（日）県営運動公園（盛岡市）でいきい
きシニアスポーツ大会が行われ、各広域圏ごとにチ
ーム編成した県内11チームで競いました。久慈市か
らは選手団87名が出場し、第７位の成績を収めまし
た。

久慈市社協ホームページ http://www.kuji-shakyo.jp
E-mail info@kuji-shakyo.jp
この広報紙は共同募金配分金の一部をあてて発行しています
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8月3 〜 4日、市内の小学生76名が参加し、ボランティア54名（中学生、高校生、一般）
の協力で、寺子屋合宿を開催しました。
別々の学校からたくさんの小学生が集まって、初めは緊張したけど、すぐに友だちになり
ました。グループをお世話してくれた中・高校生のお兄さん、お姉さんとも一緒に遊んだり、
たまには注意してもらって、子どもたちはたくさんの人と出会い、思いやりの心を学びました。
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平成24年度一般会計資金収支計算書

平成24年度

収 入
その他
（受取利息、施設整備寄付金等）

2,248,233
（0.9％）
前期末支払
利用料
資金残高
8,756,270
（23年度より繰越）
（3.5％）
25,656,941
（10.3％）

支 出
その他（負担金、貸付事業）
（0.4％）
積立預金積立金 1,047,440
9,494,017（3.8％）

会費10,882,700（4.4％）
寄付金737,216（0.3％）

合計
249,824,256

介護保険
64,204,309
（25,7％）

（25年度へ繰越）

18,455,809（7.4％）

助成金
9,784,880
（3.9％）

助成金
1,520,000
（0.6％）

経常経費補助金
46,278,653
（18.5％）

久慈市社協

当期末支払資金残高

事業費
49,022,468
（19.6％）

受託金
78,996,901
（31.6％）

合計
249,824,256
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平成24年度は、「東日本大震災被災世帯の生活復旧・復興」と「地域での支えあい活動の推進」を重
点事業に、久慈市をはじめ関係機関・団体と連携し、地域の皆様の参加・協力をいただきながら各種事
業を推進しました。
まず、被災者支援については、昨年度に引き続き、岩手県社協から生活支援相談員設置事業を受託し、
生活支援相談員による訪問活動や被災地区サロンの開催により、被災世帯の状況把握や心のケア、情報
提供に努めました。
また、市内９地区での「支えあい活動地区説明会」の開催や、
「ふれあいサロン」の訪問強化などにより、
地域での支えあい活動を推進したほか、
「寺子屋合宿」や「福祉作文コンクール」を実施し、福祉教育
の推進にも努めました。そのほかの主な事業は次のとおりです。

人件費
139,009,879
（55.7％）

事務費
23,009,763
（9.2％）

共同募金配分金10,543,033（4,2％）

事 業 報 告

（単位：円）

１ 会の運営

一般会計貸借対照表総括表（平成25年３月31日現在）

（単位：円）

資産の部

理事会（4回）
・評議員会（2回）の開催
監査（1回）
・出納調査（3回）の実施

２ 地域福祉事業の推進

科

目

金 額

流動資産
現

６ 福祉教育の推進

科

目

35,917,637 固定資産

金

112,094

預貯金

7,400,944

未収金

27,056,551

立替金

248,048

建物附属設備

前払金

100,000

その他の固定資産

会計単位内貸付金

基本財産

金 額

1,000,000

負債の部

目

器具及び備品

6,747,099

174,672,796

貸付事業資金貸付金

1,315,000

2,000,000
170,689,991

長期預け金

目

45,072,230

1,982,805

県社協共済預け金

14,392,670

383,228,319

福祉基金積立預金

250,300,585

構築物

1,076,310

車輌運搬具

2,405,835

金 額

科

財政調整基金積立預金
資産の部合計

目

金 額

17,461,828

基本金

未払金

14,888,179

福祉基金

250,300,585

預り金

1,573,649

国庫補助金等特別積立金

115,981,445

会計単位内借入金

1,000,000

財政調整基金積立金

61,818,590

次期繰越活動収支差額

86,791,404

59,464,900

全社協退職給与引当金

45,072,230

県社協共済引当金

14,392,670
76,926,728

負債の部合計

61,818,590
593,818,752

地域での支えあい活動の推進
（地区説明会の開催、地域福祉講演会の開催等）

ふれあいサロン実施の支援（登録サロン数92カ所）
福祉情報の提供 （社協だよりの発行「4回」、ホーム
ページの開設「月2回更新」、声の広報「24回」）

歳末たすけあい運動の実施（852名に激励金を贈呈）
久慈市社会福祉大会の企画・運営（25名、4団体を表彰）
介護機器貸し出し事業の実施（延べ672件）
心配ごと相談所の開設（相談件数延べ1,029件）

３ 地域活動支援センター「チャレンジランド」の運営
地域活動支援センターチャレンジランド事業の実施（延べ144回）

流動負債

固定負債

100,000

全社協退職共済積立預金

純資産の部

科

金 額

557,901,115

基本財産特定預金
建物

科

2,000,000

４ ふくしサロン「しあわせ SUN」の運営
「ご近所介護ステーション」
の運営
（デイサービス利用者・一般入場者等

2,385名）

（親子等利用者・一般入場者等

9,362名）

５ ふれあいのまちづくり事業の推進

純資産の部合計

516,892,024

復興支援ボランティアセンターの設置運営

負債及び純資産の部合計

593,818,752

（登録131名、活動者数 名）

ボランティア活動センターの運営
（登録36団体・2,202名）

キャップハンディ出前講座（平山小学校）
５ 社協だより

手話入門教室

７ 受託事業
敬老会事業の実施（対象者5,736名）
いきいきシルバースポーツ大会の運営
（参加者406名）

白樺大学（高齢者生きがい教養講座）の開催
（参加者延べ489名）
元気の泉在宅支援センター運営事業
日常生活自立支援事業の実施
生活支援相談員設置事業
（被災世帯訪問延べ1,058世帯、被災地区サロン延べ113回）

８ 介護支援事業の実施
居宅介護支援事業の実施（ケアプラン作成
要介護認定訪問調査の実施（164件）

3,321件）

「つどいの広場」の運営

△5,050,934

（うち当期活動収支差額）

鯉のぼりフェスティバルの開催
寺子屋合宿の開催（小学生43名参加）
福祉作文コンクールの実施（応募作品51編）
キャップ・ハンディ講習会の実施（延べ10回）

手話入門教室の開催（参加者延べ31名）
ふれあい福祉まつりの開催（参加者数2,192名）
あんしんサポート事業の実施（利用延べ351件）
福祉施設ふれあいサロンの実施の支援
友愛はがき事業の実施
みんなで普段着 ボランティアの集い「ホンネ！語
るべ〜し！
！」の開催（参加者70名）

９ 貸付事業の推進
生活福祉資金、たすけあい資金貸付事業の実施
（貸付件数55件

相談件数786件）

10 施設の管理運営
総合福祉センターの管理運営
「福祉の村」、「屋内温水プール」、「山形老人福
祉センター」の管理運営（指定管理）

11 その他の事業
苦情解決第三者委員の設置（苦情申し立て件数0件）
福祉基金の積立促進（25年3月末現在 250,300,585円）
共同募金運動の促進
社協だより ４

久慈市社会福祉協議会福祉基金助成事業

平成25年度地域ボランティア活動助成事業
助成団体決定!!
市民の皆さんなどからの寄付金を積立てている福祉基金の運用収益を活用して、地域での支えあ
い活動や子ども達が参加するボランティア活動を支援し、「地域、みんなで支えあうまちづくり」
を推進することを目的とした助成事業に、次の7団体から応募があり、総額47万 4 千円を助成する
ことを決定しました。

■地域住民を支援する活動
○ 宇部本町町内会（会長 宇部紘）

事業名：草刈等ボランティア活動

○ 大川弁当クラブ（代表 四百刈玲子）

事業名：手作り弁当宅配事業

○ 外屋敷町内会（会長 畑中勇吉）

事業名：高齢者等外出支援

○

小久慈老人クラブ日吉会（会長

○

畑田沢里自主防災会（代表

澤田孝夫） 事業名：日吉の子どもを見守る活動

田家正明）

事業名：災害時弱者支援ボランティア活動

■子ども達が参加するボランティア活動
○

角柄老人クラブ（会長

○

北野サロン（代表

大渕トキ）

上村アイ子）

事業名：子ども達と高齢者による環境整備
・声掛け活動
事業名：子ども達と高齢者による清掃活動

生活復興支援のご案内
生活復興支援のご案内
生活復興支援
生活復興支
活復興支援のご案
のご案内
内
■生活復興支援資金の貸付
被災した所得が少ない世帯が対象で、住居の移転費、家具什器・自動車購入等に必要な経費、
住宅補修等に必要な経費の貸付です。

■ボランティアの派遣（ボランティア活動センター）
ボランティアが引っ越しや掃除などのお手伝いをします。

■生活支援相談員による訪問とサロン活動
○訪問活動
相談員が被災された世帯を訪問して、体調の変化や心配ごとなどをお伺いしています。
○サロン活動
心のケアを目的としたサロンを開催しています。
①被災地区でのサロン活動
開催地区：湊町上、湊町中下、元木沢、二子、玉の脇、夏井駅前・大湊、半崎、久喜、小袖、
幸町（応急仮設住宅） ※地域の回覧板などでご案内しています。
②サロンここから
開催日：毎週金曜日 9：30〜11：15 ※10月より毎週金曜日に開催します！
場 所：久慈市こころとからだの相談センター（久慈市保健センター）
お問い合わせは社協までお気軽にご連絡ください。 ☎53−3380
社協だより ６
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９月１日（日）「防災の日」に岩手県総合防災訓練が実施されました。
三陸沖でマグニチュード8.7の地震が起こり、大津波警報が発令されたことを想定し、久慈広域の
各地で実践的訓練が行われました。
主会場となった福祉の村では災害ボランティアセンター開設訓練、避難者名簿作成訓練、炊き出し
訓練、災害用仮設トイレ組立・設置訓練などが行われたほか、各地域においても避難路の確認、災害
時要援護者の安否確認など自主防災訓練が行われました。
災害への事前の備えと地域での助けあいの大切さを改めて感じました。
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ふれあい福祉まつり

９月８日（日）福祉の村において、福祉施設・団体やボランティアの皆さんのご協力をいただき、
「平
成25年度ふれあい福祉まつり」を開催しました。
あいにくの雨天にもかかわらず約１,８００人のご来場をいただきました。恒例の福祉バザーには企
業・商店をはじめ、多くの市民の皆さまから物品をご提供いただき、その売上金１５５,７３０円は赤い
羽根共同募金、久慈市災害義援金へ寄付させていただきますことをご報告するとともに、ご協力い
ただいたすべての皆様に厚くお礼を申し上げます。

今年も小学生から一般まで、多くのボランティア
ステージ発表「手話サークル輪っこの会」
８団体が出演し、ステージを盛り上げてくださいました。
が参加してくれました。

７ 社協だより

じぶんの町を良くするしくみ。
今年も一世帯当たり５００円以上を目安に運動を展開しています！
「町に愛を。胸に羽根を。」をキャッチフレーズに今年も10月１日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始
まります。毎年、みなさまのやさしい心に支えられ、お寄せいただいた善意は福祉の向上に役立てられており
ます。
赤い羽根共同募金は、民間の福祉活動を支援するための募金として、身近な地域で活用されますので、地域
福祉の推進のため、どうぞあたたかいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
今年度の久慈市の目標額は８，
０００，
０００円です。
共同募金は、ご家庭にお願いするほか街頭や職場、学校、会社、団体などにもご協力をお願いすることにし
ています。
今年寄せられた善意は、平成26年度に県内の民間福祉施設等の整備費や社会福祉協議会・町内会・ボランティ
ア団体が行うさまざまな地域福祉の事業費として、次のとおり助成（合計４，
８５６，
０００円）される予定です。

ふれあいサロン事業、介護機器貸出事業、声の広報事業、チャレンジランド運営、
鯉のぼりフェスティバル、福祉作文コンクール、WINGフェスタ、
ボランティアセンター運営、手話教室、ボランティアの集い、ふれあい福祉まつり、
福祉団体活動助成、社会福祉大会、社協だより発行 まちづくり支援事業助成 など
ご家庭で、職場で、学校で、共同募金はいつでも、どこでも参加できるボランティア活動です。

今年もみなさまのご支援、ご協力をお願いします。
共同募金についてのお問い合わせは岩手県共同募金会久慈市共同募金委員会 久慈市社会福祉協議会 ☎53 3380まで

ありがとうございました
今年度、市内２カ所のグループが岩手県共同募金会から福祉のまちづくり支援事業
のグル プが岩手県共同募金会から福祉のまちづくり支援事業
（平成24年度の赤い羽根共同募金による助成事業）による備品購入費の助成を受け、
次のとおり活動備品を整備しました。
赤い羽根共同募金にご寄付くださった皆様にご報告するとともに改めて感謝を申し上げます。ありがとうご
ざいました。
○西の沢くつろぎの会：西の沢（代表 澤里 光子）
整備品：グランドゴルフクラブ、ホールほか
○秋葉会ふれあいサロン：小久慈町（代表 小向 由紀子） 整備品：血圧計、炊飯器ほか

岩手県共同募金会から市内５団体が被災者の生活支援や地域復興に向けた取り組みを支援する「住民
支え合い活動助成事業」の助成を受けております。
まだ応募受付中です。詳しくは、久慈市共同募金委員会（☎53 3380）へお問い合わせください。
○さくらの会：夏井町早坂（代表 水堀 青子）
事業名：サロンさくら交流会
○堀切たのしみ会：侍浜町堀切（代表 中居 梅子）
事業名：ふれあいサロン交流会
○湊まつり推進協議会：湊町（代表 山﨑 毅）

○サロン森：大川目町森（代表 馬内 寛一）
事業名：季節行事（紅葉狩り）
○ぶんどうめの会：夏井町小田（代表 小田 トモ）
事業名：ふれあいサロン活動事業

事業名：湊みこし夏祭り事業

施設整備費助成事業
障がい者の施設入所支援や入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う指定障害者
支援施設「恵水園」に、岩手県共同募金会から避難路整備事業として200万円が助成
されました。
今回の助成は平成24年度に皆様からご協力いただいた赤い羽根共同募金が活用され
たものです。恵水園の皆さんは「災害時の避難路が整備され安全・安心が向上しまし
た。募金していただいた多くの皆様に感謝・感謝で一杯です。」と感謝されています。
社協だより ８

お 知 ら せ ・ご 案 内

「しあわせSUN」
つどいのひろば行事予定
・絵本読み聞かせ「よんで！よんで！！」
10 ／ ４（金）・11 ／ ８（金）

久慈地方産業まつり
「老人クラブコーナー」作品募集
◇期 日 10月19日（土）〜20日
（日）
◇場 所 久慈市第二体育館（アンバーホール裏）

・スマイル子育て相談会

柔剣道場

10 ／ 18（金）・11 ／ 22
（金）

◇出品物 木工・木彫り・手芸・竹細工・わら

・親子あそびの講習会「SUNSUNひろば」
10 ／ 11（金）・11 ／ 15（金）
・まちの保健室（健康相談）

細工などの手作り作品
◇出品資格 市内に居住するおおむね60歳以上の方
◇締切り 10月11日（金）

10 ／ 18（金）・11 ／ 8（金）

◇申込み 社協本所 ☎53−3380

◇時 間 いずれも10時30分〜
（まちの保健室のみ10時〜）
※行事予定は変更になる場合がありますので、ご確認をお願いします。

認知症の人と家族のつどい
一人で悩んでいませんか？
本人も家族も不安な日々を過ごしていると思います。

至盛岡

認知症の方とその介護をされている家族の皆

みちのく銀行様

しあわせＳＵＮ
つどいの広場

東北銀行様

北日本銀行様

岩手銀行様

しあわせＳＵＮ
ご近所介護ステーション

案内図

さんが、介護について語り合うことで、仲間づ
くりやストレスを解消する集まりです。参加費
は無料です。お気軽にご参加ください。
◇日 時

11月８日（金）13時30分〜15時30分

◇場 所 元気の泉
至久慈駅

◇問合せ 世話人 川向幸子 ☎72−2159

赤い羽根チャリティパークゴルフ大会
◇日 時 10月５日（土）※雨天決行

ૉ

ᡣ
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વ
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９時受付

◇場 所 平庭高原パークゴルフ場
◇参加費

1,000円（赤い羽根共同募金と昼食代として）

◇部 門 男性の部、女性の部
◇参加対象

市内に居住する方どなたでも参加で
きます

◇申込み 社協☎53−3380
①無
①無料開放のお知らせ
体 育 の 日10月14日（月）は10時〜18時 ま
で無料開放いたします。

手話入門教室
◇日

時

参加者募集

10月10日〜11月７日の毎週木曜日
18時30分〜20時

②開館時間短縮のお知らせ
10月〜翌年３月までの日曜日及び振替休

◇場 所 久慈市総合福祉センター

日となる月曜日の開館時間を短縮いたします。

◇内 容 手話の基礎、あいさつなど

開館時間 10時〜18時

◇参加対象 ボランティア活動に関心がある方

福祉の村屋内温水プール

９ 社協だより

☎53−9292

◇参加費 無料

◇締切り 10月８日（火）

◇定

◇申込み

員

20名

社協☎53 3380

久慈市社会福祉協議会
職員の募集

ご寄付ありがとうございました
（平成25年７月から９月まで）

（敬称略）

◆ 福祉基金
春日野部屋夏合宿実行委員会… 10,000円
田名部栄作………………………111,250円
◆ ボランティア活動センターへの支援物資
北海道…池谷房子（応援メッセージ壁掛け）
山口県…西岡好徳（竹笛）
宮崎県…水俣進 （貝ねじめ）
味の素グループ （フェイスウォッシュ・泡立てネット）

守

秘密厳

お気軽にご利用ください

「心配ごと相談所」
☎53 3380・53 3377
開設日時
開設場所

月曜日〜金曜日／午前９時〜午後４時
福祉の村／久慈市総合福祉センター

相談
無料

悩み事・心配ごと等の相談に応じます

一般事務 １人
■受験資格…次のすべてに該当
①社会福祉士の有資格者（※）
②普通自動車運転免許所持者（ＡＴ限定不可・※）
③大学卒業者（短期大学を除く・※）
④昭和58年４月２日以降生まれ
※いずれも平成26年３月取得（卒業）見込みを含む

■申込方法…申込用紙は下記で交付。郵便請求
は、封筒表に「職員採用試験申込用紙請求」
と朱書きし、宛先と郵便番号を明記して90円
切手を貼った返信用封筒（長３）を同封する
こと
■申込期間…10月７日（月）９時から
10月31日（木）17時まで
■試験日時…11月17日（日）10時試験開始
■試験会場…久慈市総合福祉センター
（福祉の村内）
■問合せ…久慈市社会福祉協議会 ☎53−3380
〒028 0014 久慈市旭町7 127 3
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